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ま え が き

　これから始まるお話は，ある中学生がグラフに巡り会うお

話です。「グラフ」というと，あなたはどんなことを思い出

すでしょうか。「算数で出てきたなあ」「社会の教科書にもた

くさん載ってたぞ」といったところでしょうか。「あまりい

い思い出がないなあ」という人もいるでしょう。

　このお話に出てくる中学生「絵美さん」のモデルは私です。

私は，ずっと数字を扱うことは好きでなかったし，グラフは

「さし絵のようなもの」と思っていました。けれど，ここで

のお話のようなことを体験して，グラフが大好きになりまし

た。それどころか，「グラフを描いて考えると，思いもよら

ない発見がある」「グラフはものを考える時になくてはなら

ない」と思うようになりました。そこで，そんな感動を多く

の人に伝えたいと思って，このお話を書きはじめたのです。

　このお話は，私がいろいろな人や本から学んだことをまと

めたものです。このお話を通して一緒に「グラフってたのし

いな」「グラフってすごいんだな」と感じてもらえたらうれ

しいです。

※ここに出てくるグラフの話題は，月刊誌『たのしい授業』（仮説社）

の裏表紙連載「グラフでみる世界」や他の論文から引用しています。

その詳しい出典は，あとがき以降にまとめました。
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登場人物の紹介

絵
え み

美さん

中学一年生の女の子。

算数・数学は苦手。

好奇心旺
おうせい

盛で，あたらしいこと

を知るのが大好き。

家族は，父母。一人っ子。

おじいちゃんとおばあちゃんも

近所に住んでいる。

シゲおじさん。本名は重
しげひろ

広。

絵美さんの叔父さん。（絵美さんの

お母さんの弟）

絵美さんの家の近所に住んでい

る。

高校の社会の先生。休日は本を

読んだり，グラフを描いたりし

ている。ちょっと変わり者。
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第１話　量率グラフ　ー量と割合を同時に表すー 

第１話　量率グラフ　ー量と割合を同時に表すー

　絵美さんは，中学生の女の子です。得意な科目は美術と国

語，苦手な科目は数学と英語です。とくに数学は好きではあ

りません。計算は苦手だし，問題を間違えても「なぜ間違っ

てしまったか」もよくわからないからです。そのため，数字

を見るだけで，どんよりとした気持ちになってしまいます。

絵美さんは数字だけでなく，グラフもとくに好きではありま

せんでした。

　しかし，あることをキッカケに，絵美さんはグラフのこと

がとっても気になりはじめました。それは，「量
りょうりつ

率グラフ」

というグラフを知ったことがキッカケでした。今日は，その

お話をしたいと思います。

　その日，絵美さんは，借りた本を返すため，叔父さんの家

に行きました。叔父さんはお母さんの弟で，近所に住んでい

ます。叔父さんは物知りで，知らない話をたくさんしてくれ

ます。絵美さんは叔父さんと話すのがとてもたのしみなので

す。叔父さんは，下の名前を「重
しげひろ

広」というので，絵美さん

は「シゲおじさん」と呼んでいました。

　その日，シゲおじさんは家にいませんでした。近所の市民

センターで，友達と勉強会をしているというのです。ちょう
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ど暇だった絵美さんは，その勉強会をのぞいてみることにし

ました。

　「こんにちは」と絵美さんが顔を出したとき，シゲおじさ

んは友達の前で，自分の調べたことを発表するところでした。

絵美さんが来たことも気づいて，軽く手をあげた後，友達の

方に顔を向けると，話し始めました。

シゲおじさん「私たちは毎日たくさんの電気を使って生活を

しています。今回はその〈電気〉のことが気になったので，

調べてみました」

　シゲおじさんはそう言うと，紙を広げはじめました。

シゲ「〈たくさん電気を使っている〉と先ほど言いましたが，

主にどのような方法で電気を発生させているでしょう。水力

発電でしょうか。火力発電でしょうか。それとも原子力発電

でしょうか。そのことをグラフを描いてきました」

　広がったグラフはこんなものでした。（下／グラフ１）

　絵美さんはそれをぼんやりながめていました。「へ〜，火

力発電が多いんだなあ。水力発電はあまりないなあ」となん
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第１話　量率グラフ　ー量と割合を同時に表すー 

となく思いました。シゲおじさんは続いてこう言いました。

シゲ「しかし，こんな事を話したら，〈昔は，水力発電が多

かったはずだ〉と言う人がいました。〈昔，水力発電のために，

たくさんダムが作られたんだ〉というのです。果たして，ど

うなのでしょうか。

　その人のいう〈昔〉は，1950 年ごろ，今から 60 年も前

のことです。ボクにとっては生まれる前の〈大昔〉のころで

す。そのころは，水力発電が多かったのでしょうか。それと

も，今と同じように火力発電が多かったのでしょうか。どう

思いますか？」

　シゲおじさんはそう言うと，周りを見回しました。周りの

人たちは「私も，親からダムの話を聞いたことがあるわ」と

か「いやあ，今も昔も火力発電が多かいんじゃないか？」と

か，口ぐちに思いついたことを言いました。

　シゲおじさんはそんな発言をひとしきり聞いた後，紙を取

り出しながら言いました。

シゲ「いろんな考えがあるみたいですね。ここに，昔から今

までの〈発電方式別のグラフ〉を描いてみたので，見てみて

ください」

　シゲおじさんは大きな紙を広げました。それはこんなもの

でした。（次ページ／グラフ２）
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シゲ「一番上が 1950 年の発電グラフです。1950 年は水力

発電が一番多かったんですね。〈昔は，水力発電が多かった〉

というのは，その通りだったんです。

　でも，水力発電は，年々減っていって，今ではすっかり少

なくなっています」

　友達たちは「なるほど」とうなずきました。しかし，シゲ
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第１話　量率グラフ　ー量と割合を同時に表すー 

おじさんはその姿を見届けた後，あごに手を当てて言いまし

た。

シゲ「でも，本当に〈水力発電量が少なくなった〉と言える

でしょうか？」

　シゲおじさんはそう言いながら，グラフの右側を指差しま

した。

シゲ「このグラフの右側を見てください。ここに総発電量が

書いてあります。1950 年は水力発電の割合が多いのですが，

今と比べて，総発電量が少ないのです。

　一方，現在（2010 年）は水力発電の割合は少ないですが，総

発電量がとても多くなっています。ですから，〈水力発電量

が少なくなった〉かどうかは，これだけではわかりません」

　その言葉を聞いて，絵美さんは「あっ」と驚きました。た

しかに，シゲおじさんの言う通りだと思ったのです。

　しかし，同時に顔をしかめてしまいました。「割合と総発

電量を同時に見る」なんて，数字が苦手な自分にはむずかし

いと思ったのです。「いじわるなことを言うなあ」と絵美さ

んは思いました。

　そんな絵美さんのイヤ〜な顔に気づいたのか，おじさんは

あわててこう続けました。

シゲ「このようなグラフでは，割合しか表せません。だから，
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1950 年の水力発電量と，最近の水力発電の量がどれくらい

違うのかも分かりません。ちょっといじわるでしたね。

　そこで，いったん割合のことは置いておいて，量だけをこ

んな風にグラフに描いてみました」

　シゲおじさんはそう言ってグラフを広げました。（右ページ／

グラフ３）

シゲ「これは，〈その年の総発電量〉を縦の長さで表しました。

こうすることで，1950 年と現在の総発電量の違いが分かり

やすくなるかな，と思ったのです」

　絵美さんは，このグラフを見て「えっ」と声をあげてしま

いました。さっきのグラフの右側に書いてあった〈総発電量〉

は，見ていたのですが，こんなにも違うとは思わなかったの

です。

　さらにシゲおじさんは続けます。

シゲ「今度は，このグラフに割合を描きこんでみました」

　シゲおじさんは別の紙を広げました。（15 ページ／グラフ４）
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　シゲおじさんの友達たちと，絵美さんは「おーっ」と声を

あげてました。

シゲ「これは〈量〉を表したグラフの上に，〈割合〉を描き

こんでみたグラフです（右／グラフ４）。こうすることで，〈量の

違い〉と〈割合の違い〉を同時に見ることができるんです！」

　シゲおじさんの声がだんだん大きくなってきました。一方，

絵美さんはその紙に釘付けになってしまいました。しかし，

同時に混乱もしてきました。

絵美「これ，本当にさっきと同じデータなの？」

　絵美さんは思わずそう声をあげました。シゲおじさんは，

絵美さんの方をくるっと向いて，こう言いました。

シゲ「そう，驚くくらい印象が違うでしょ。でも，グラフ 2

（10 ページ）もグラフ４も，同じデータを元にして描いたグラフ

です。グラフ 4 は，〈その年の総発電量〉を縦の長さで表し

ただけなんです。こう描くと，〈それぞれの発電量〉は，面

積で表されます。

　このようなグラフを，〈量
りょうりつ

率グラフ〉と言います。〈量〉と

〈率（割合）〉を同時に表しているので，こう名づけられたそう

です。〈同時に表してる = 両立している〉というシャレもあ

るみたいですよ。

 　こうしてみると，1950 年の水力発電が〈割合は多いが，
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量は少ない〉ということも，最近の水力発電が〈割合は少な

いが，量はそれなりにある〉ということも，同時に見られる

わけです」

　絵美さんは目を白黒させていました。

絵美「こんなグラフ見たことない。こんなグラフを描いちゃっ

ていいの？　こんなに縦の長さが違うのに……」

　その言葉に，シゲおじさんはにっこりと笑いました。

シゲ「ボクも，最初に〈量率グラフ〉を見たときビックリし

てしまいました。だから，その気持ちはよくわかるよ。でも，

こんなグラフもアリなんです。グラフは，自分の知りたいこ

とに合わせて，工夫して描くのがいいんです。

　最初の〈割合だけのグラフ（グラフ２）〉だと，〈水力発電は，

昔はさかんだったが，今はかなり少なくなってしまった〉と

思うところでした。

　ボクは，〈ちょっと待てよ。総発電量にかなり違いがある

から，そうとは言えないかもしれない〉と気付いて，〈量も

一緒に描いてみよう〉と量率グラフに描き直すことにしたん

です。そして，描いてみて〈ああ，水力発電は減っているよ

うに見えたけど，実はそうではなかったんだ〉〈総発電量自

体が，とても多くなったんだ〉とあたらしいことを発見する

ことができました」
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第１章　量率グラフ　ー量と割合を同時に表すー 

絵美「私，グラフって，さし絵みたいなものだと思ってた。

そんな〈発見〉があるのね」

　そんな風につぶやく絵美さんを見ながら，シゲおじさんは

続けました。

シゲ「ところで，〈割合はわからなくても良いから，量だけ

比べたい〉ということであれば，別に量率グラフじゃなくて

もいいんです」

　シゲおじさんは別のグラフを取り出しました。（下／グラフ５）

シゲ「これは，発電方式ごとに色分けして，積みあげたグラ

フです。量だけを背比べしているので，〈割合〉はすぐ分か

りません。でも，〈それぞれの量がどれくらいか〉は，こち
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らの方がわかりやすくなっています。〈水力発電がずっと同

じくらいの量だ〉というのも，量率グラフよりもわかりやす

いのではないでしょうか」

絵美「わあ，これも，すごくわかりやすい！」

シゲ「そう言ってもらえると，うれしいな。どのグラフも，

それぞれ特長があるね」

絵美「これもやっぱり同じデータなの？」

　絵美さんはまた聞きました。

シゲ「そうだよ。みんな同じ本のデータを元にしてるよ」

　シゲおじさんはそう言うと，一度言葉を切り，絵美さんや

友達たちを見渡して，言いました。

シゲ「グラフは描き方しだいで，いろんな発見があります。

今日，ボクはそんなことを伝えたくて発表しました」

　そう言ってシゲおじさんは発表を終えました。友達はシゲ

おじさんに質問を投げかけたりしています。絵美さんはドキ

ドキしながら何度もグラフを見直していました。

※ここでは，1950 〜 2010 年の日本の発電量について取り上げました。
　東日本大震災（2011 年）以降の発電量については，98 ページの「補足」をご覧ください。
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第２話　量平均グラフ　ー量と平均を同時に表すー

　量
りょうりつ

率グラフに驚いた絵美さんは，あれから何度か〈日本の

発電量グラフ〉を見返してました。そんなある日，お母さん

から「絵美がグラフに興味をもっている」と聞いたシゲおじ

さんが，あたらしいグラフを持ってやってきました。

シゲ「こんにちは，絵美ちゃん。実はこの前に発表しきれな

かったグラフがあったので，よければ見てもらえないかなあ」

絵美「え，あのグラフの続きってこと？　どんなこと？」

　絵美さんはそう言いながら，シゲおじさんの前に座りまし

た。シゲおじさんはその言葉に「待ってました！」と目を輝

かせました。

シゲ「この前，ボクは〈日本の発電量の移り変わり〉のグラ

フを見せたけど，今日のは〈世界の発電量〉のグラフなんだ」

絵美「世界の？　どういうこと？」

シゲ「あのね，この 50 年くらいで日本の総発電量がかなり

増えてたのは覚えてる？　量率グラフの面積が，どんどん大

きくなっていったでしょ。（15 ページ／グラフ４）

　あのグラフは，〈日本の発電量の移り変わり〉を描いたも

のだけど，そもそも日本は，他の国と比べて，たくさん発電

してる方だと思う？　そうでもないと思う？　今度はそんな
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ことをグラフに描いてみたんだ」

絵美「へえ，なるほどねえ。そうだなあ。日本には電化製品

がたくさんあるし，工場もいっぱいあるし，きっとたくさん

電気を使っているんじゃないかなあ。世界で何番目かはわか

らないけれど，けっこう発電している国だと思うわ。どう？」

　絵美さんの予想を聞くと，シゲおじさんはうれしそうに言

いました。

シゲ「ボクも絵美ちゃんと同じ予想でした。じゃあ，これを

見てくれる？」

　シゲおじさんはグラフを広げました。（下／グラフ６）

シゲ「これは，2010 年

の総発電量ベスト 10 の

国をグラフにしたんだ」

絵美「わあ，アメリカ

と中国がすごく多い

ね！　この２ヵ国がと

くに多いんだなあ。日

本は 3 番目かあ」

シゲ「そうなんだ。あ

まりにアメリカと中国

が多くて，ボクは最初，
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グラフを描き間違えたのかと思ったよ」

　シゲおじさんは絵美さんの驚きがうれしかったようでニコ

ニコしています。そして続けてこう言いました。

シゲ「でも，ボクはこのグラフを描きながらちょっと気になっ

たことがあったんだ。今度はこっちのグラフを見て」

　シゲおじさんはもう一つグラフを出しました。（下／グラフ７）

シゲ「これは，先ほどの〈総発電量ベスト 10〉の国の人口

を描いたグラフです」

絵美「人口のグラフね。へえ，中国とインドってとっても人

口が多いんだね。人口

が多いからたくさん発

電してるのかな」

　絵美さんは，グラフ

6 とグラフ 7 と見合わ

せて言いました。

絵美「あれ？　アメリ

カは中国よりずっと人

口が少ないけど，発電

量はアメリカの方が多

いんだね」

シゲ「そうなんだよ。
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アメリカも中国も発電量が多いんだけど，人口は全然違うん

だ」

　シゲおじさんはうなずきました。しかし，２つのグラフを

見比べた後，絵美さんは顔をしかめて言いました。

絵美「う〜ん，なんだか２つのグラフを一緒に見ると，頭が

こんがらがってきちゃった。２つを同時に見るなんて，難し

いよ〜」

　絵美さんのそんな姿を見て，シゲおじさんは苦笑いして声

をかけました。

シゲ「ごめんごめん，困らせるつもりじゃなかったんだ。

　実は，ボクもこの２つのグラフを描いてみて〈人口が多く

て発電量が多い国〉と〈人口が少ないのに発電量が多い国〉

を一目で分かるように出来ないかなあと考えたんだ。そして，

ちょっと工夫して描き直してみたよ」

絵美「工夫したグラフって，この前の〈量率グラフ〉みたい

な？」

シゲ「そうそう。まずこれを見てみてよ」

　そう言うとシゲおじさんはあたらしいグラフを広げまし

た。（右ページ／グラフ８）
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絵美「え，これはなに？」

　絵美さんは目を丸くしてしまいました。

シゲ「これは，横幅に〈人口〉，タテ幅に〈その国１人当た

りの平均発電量〉をとったグラフだよ」

絵美「え〜，どういうことなの？」

シゲ「さっき〈人口が少ないのに発電量が多い国〉があるっ

て言ってたでしょ。それがわかるように，横幅は人口に比例

した長さしてみたんだ。中国がとても横に長いのは人口が

13 億人いるからだよ。日本は 1.2 億人だから，中国のだい

たい 1/10 の長さだよ」

絵美「ああ，なるほど〜？」

・人口（横幅）×国民1人あたりの発電量（タテ幅）=総発電量（面積）
・総発電量（面積）÷人口（横幅）=国民1人あたりの発電量
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シゲ「それで，タテ幅は〈その国１人当たりの平均発電量〉

にしたんだ。面積は，その国の総発電量になるよ」

絵美「う〜ん，なんとなくグラフの見方はわかったわ。横が

長いほど人口が多くて，タテが長いほど，〈国民１人の平均

発電量〉が多くなるわけね。あ，そっか，中国はたくさん発

電しているけれど，人口が多いから，〈国民１人の平均発電量〉

は，そうは多くないのね！」

シゲ「そうそう」

絵美「このグラフはなんて言う名前なの？」

シゲ「そうだなあ。とくに名前はないんだけど〈量〉と〈平

均〉を使うから，〈量平均グラフ〉と呼ぼう！」

絵美「量平均グラフね。あれ，でもさっきのグラフ，アメリ

カと中国と日本の 3 ヵ国だけしか描いてないよ」
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第２話　量平均グラフ　ー量と平均を同時に表すー 

シゲ「まずはグラフの解説をしようと思って，上位 3 ヵ国

だけ出したんだ。10 位までならべるとこうなるよ。（下／グラ

フ８）

絵美「わっ，中国 , インド , ブラジルは背が低い！　〈国民１

人の平均発電量〉が少ないってことね〜！　他の国はだいた

い日本と同じくらいかあ。アメリカは大きいなあ」

シゲ「なかなか，見事でしょう。グラフ６（２0 ページ）も〈世

界の発電量ベスト 10〉を表してるけど，なんだか，全然印

象が違う気がしない？」

絵美「うん。たしかに違うね。〈発電量が多い国〉と言っても，

こんなに違うものなのね。あ，カナダが特別〈国民１人の平

均発電量〉が多いのね！」

シゲ「ところで，こっちのグラフも見てもらいたいな」
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絵美「え？　まだ別のグラフがあるの？」

シゲ「この前，日本の発電について〈発電方式の違い〉で量

率グラフを描いたよね。あれと同じように，発電量ベスト

10 の国ぐにの〈発電量と，発電方式割合（率）〉とが見える

といいなあと思って，量率グラフを描いてみたんだ」

　シゲおじさんはあたらしいグラフを取り出しました。そし

て，グラフを広げる前に絵美さんに問いかけました。

シゲ「日本では，今は〈火力発電〉での発電量が多いけれど，

世界の発電量ベスト 10 の国ぐにはどうだと思う？　日本と

同じように〈火力発電が多い〉という国ばかりか，そうでも

ないか，どっちだと思う？」

絵美「そうねえ。世界でもあまり変わらないんじゃないかな

あ？　〈火力発電が多い〉という国ばかりだと思うな」

シゲ「じゃあ，グラフを見てみてよ（右ページ／グラフ９）」

絵美「あ，やっぱり！　どこの国も〈火力発電〉が多い！」

シゲ「そうなんだ。〈火力発電が多い〉という国が多いんだ。

でも，７〜 9 位の国をよく見てみて。カナダとブラジルは，

水力発電が半分以上だよ。それから，フランスは原子力発電

が半分以上なんだ」

絵美「あ，本当だ！　こんなに割合が違う国もあるんだね」

シゲ「ボクも，絵美ちゃんと同じように〈どこの国も，火力
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第２話　量平均グラフ　ー量と平均を同時に表すー 
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発電が多いだろう〉って思ってたから，描いてみてビックリ

したよ」

絵美「シゲおじさんは，わかってから描いてるわけじゃない

の？」

シゲ「そんなことないよ！　むしろ，わからないから描いて

みるんだ。描きながら予想して，自分の予想と当たってるか

な？　あ，この国は予想どおりだぞ。あれ，次の国は違うぞ

〜！　え〜！　って一人で大騒ぎしてるよ」

絵美「一人で？　なんだかおかしいわ」

シゲ「いやあ，発見があると，そうなっちゃうんだよ」　

　そういうと，シゲおじさんと絵美さんは顔を見合わせて笑

いました。
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第２話　量平均グラフ　ー量と平均を同時に表すー 
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第３話　文化の違いが見えてくる !?  身近なグラフ

　ある日，絵美さんは友達の家で，お昼ご飯にカレーライス

をごちそうになりました。しかし，絵美さんは食べながら不

思議に思うことがありました。絵美さんは家に帰ってから，

お母さんにそのことを話しました。

絵美「ねえ，お母さん。今日，友達の家でカレーを食べたん

だけど，そのカレーは牛肉が入ってたよ。我が家のカレーは

いつも豚肉だよね」

　お母さんは，笑って答えました。

お母さん「そうね。うちではカレーは豚肉だね。…あ，もし

かして，その子は，もともと西日本に住んでた子じゃない？」

　お母さんの言葉に，絵美さんはびっくりしました。

絵美「え！　なんでわかるの？　確かにその子は，１年前に

大阪から引っ越してきた子よ」

お母さん「この前，〈カレーに牛肉を入れるのは，西日本が

多い〉ってテレビでやってたのよ。だから，その子はもとも

と西日本の子かなと思ったのよ。

　東日本ではカレーには豚肉ね。お母さんの家はずっと東京

だから，子どものころから〈カレーは豚肉〉だったわねえ」

絵美「えー！？　東西で違うの？　本当に？」
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第 3話　文化の違いが見えてくる !?　身近なグラフ

　絵美さんは半信半疑です。

お母さん「そうねえ。テレビで聞いただけだから，本当かど

うかは自信がないわ。そうだ，シゲおじさんに聞いてみたら？

あの子はいろんなことを知ってるから，〈お肉のなぞ〉なん

かも，知ってるかもしれないよ」

　絵美さんは，お母さんのその言葉を受けて，次の日にシゲ

おじさんの家を訪ねてみることにしました。シゲおじさんは，

絵美さんから話を聞くと，うれしそうに話し始めました。

シゲ「まさに，ぴったりのグラフがあるよ！」

絵美「え！　そうなの！？」

シゲ「20 年ほど前に，そんなグラフを描いた人がいたんだ」

絵美「え！　そうなの？　でも 20 年前とはだいぶ昔の話ね」

シゲ「たしかにそうだね。でも，まあ聞いてよ。実は，20

年前にも，絵美ちゃんと同じように〈西日本では牛肉，東日

本が豚肉がよく食べられてるというけど，本当かな？〉と思っ

た人がいたんだ。それで，グラフを描いてみたんだって」

絵美「お肉をどれくらい食べるかのグラフ？　へえ，そんな

のもグラフにできちゃうんだね」

シゲ「これを見て。日本全国の県庁所在地別の〈一世帯あた

りの豚肉購入量〉をグラフにしたものだよ。20 年くらい前

……正確には 1991 年のグラフだよ（次ページ／グラフ 10）」
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第 3話　文化の違いが見えてくる !?　身近なグラフ

絵美「あ！　これはもしや〈量平均グラフ〉？」

シゲ「うん。前の〈世界各国の発電量のグラフ（24 〜 25 ページ

／グラフ８）〉と同じだよ。

　これは横幅を〈県庁所在地の世帯数〉にして，タテ幅を〈１

世帯あたりの平均豚肉購入量〉にしたグラフなんだ」

絵美「左が西日本で，右が東日本ね。わあ，たしかに東日本

と西日本で，グラフの高さが違うわ！」

シゲ「なかなか見事でしょう。グラフの右側（東日本）が高くて，

左側（西日本）が低いんだ。ボクはこんなに違いが分かるほど

分かれてると思わなかったから，見たときビックリしたよ」

絵美「へえ〜！　名古屋〜横浜のあたりで東西に分かれてい

るんだね。こんなに食文化が違うものなんだ〜。あ，じゃあ

牛肉はどうなの？！」

シゲ「牛肉も気になるよね。そのグラフもあるよ。さて，牛

肉はどうだと思う？」

絵美「う〜ん，豚肉が東日本で多いなら，牛肉は西日本で多

いのかなあ？　あ，でも〈東日本は豚肉も牛肉もよく食べて，

西日本はどちらも食べない〉と言うこともあるかなあ……」

シゲ「うんうん。どっちの可能性もあるよね。では，実際に

見てもらおうか。これが，県庁所在地別の〈一世帯あたりの

牛肉購入量〉をグラフです（次ページ／グラフ 11）」
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絵美「わあ！　さっきとは逆転したグラフになった！　牛肉

は東日本（右側）ではあまり食べられず，西日本（左側）でたく

さん食べられてるということか〜」

シゲ「そう！　そうなんだよ！　このグラフを見たたとき，

まさか肉の食文化がこんなにハッキリ見えてくるなんて思わ

なくて，すごくびっくりしたよ」

絵美「へ〜。私，お肉はよく食べる方だけど，地方によって

こんな違いがあるなんて全然思いもしなかった！」

　絵美さんはそういうと，２つのグラフを交互に見比べまし

た。そんな絵美さんの姿を見て，シゲおじさんは言いました。
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第 3話　文化の違いが見えてくる !?　身近なグラフ

シゲ「実は，この２つのグラフを，同時に見るグラフがある

んだ」

絵美「えっ，この２つのグラフが１つになるの！？　これだ

けでも十分面白いと思うけど」

シゲ「こっちもなかなか面白いグラフだから見てみてよ。今

度は，横軸に〈豚肉の消費量〉，タテ軸に〈牛肉の消費量〉をとっ

て，その間に都市名を書いていくというものなんだ」

　シゲおじさんはそういうと，紙を取り出しました。

シゲ「こんな風にグラフを描いたら，どんな形になるでしょ

うか。たとえば，

①のようになったら，〈豚肉の消費量〉が多い都市は，〈牛肉

　の消費量〉も多い。

②のようになったら，〈豚肉の消費量〉が多い都市は，〈牛肉

　の消費量〉が少ない。

③だったら，とくに関係ない。バラバラ。

ということ。絵美ちゃんは，どれだと思う？」
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　シゲおじさんは，一つひとつの図を指差しながら，説明し

ました。

絵美「うーん，さっきのグラフだと，〈東日本では，豚肉が

多くて，牛肉が少ない〉，〈西日本では，豚肉が少なくて，牛

肉が多い〉だから，②かなあ？」

シゲ「さて，実際はどうでしょう。これを見てみて（右ページ／

グラフ 12）」

絵美「わあ，やっぱり②の形だね！　あれ？　都市名の四角

が，黒いものと白いものがあるけど，それは何が違うの？

シゲ「それはね，〈東日本を白〉〈西日本を黒〉としたんだ。

左上の日本地図も，同じように塗り分けているよ。東日本と

西日本の境くらいの，名古屋市，岐阜市，金沢市，富山市は

中間色にしてみたよ」

絵美「あっなるほど〜！　色で東日本か，西日本かがわかるっ

てわけね。なるほど，東西の違いがよくわかるわ」

シゲ「〈豚肉をよく食べて，牛肉をあまり食べない〉という

東日本（白い四角）は右下に，〈豚肉をあまり食べなくて，牛肉

をよく食べる〉という西日本（黒い四角）は左上に，それぞれキ

レイに分かれているでしょう」

絵美「本当だ！　あ，でも外れてる都市もあるよ。前橋市，

那覇市かな？」
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第 3話　文化の違いが見えてくる !?　身近なグラフ

シゲ「前橋市に，那覇市？　どれどれ？　あ，本当だね。あ，

前のグラフでも，この２つは，周りの平均値からは外れた〈例

外の都市〉みたいだよ」

絵美「え！　そうだっけ？　あ，よくよく見ると，グラフ

10（32 ページ）でもグラフ 11（34 ページ）でも，前橋市は豚肉も

牛肉も少なくて，那覇市は豚肉も牛肉も多いね。グラフが変

わると，注目するところが変わるんだね」
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シゲ「うん，そうだね。ところで，このグラフはだいたい

20 年前……1991 年のものなんだけど，も〜っと昔はどう

なってたと思う？」

絵美「もっと前っていうと，どれくらい？」

シゲ「今から 50 年くらい前の，1960 年だよ。絵美ちゃん

のおばあちゃんが子どものころの時代だね」

絵美「今からは 50 年も前かあ！　想像もつかないくらいだ

けど……でも食文化はあまり変わらない気もするわ。だから，

似たようなグラフになったんじゃないかしら」

シゲ「1960 年は，こんなグラフなんだよ」

　シゲおじさんは紙を広げました。（右ページ／グラフ 13）

絵美「あれっ，1991 年とはずいぶん違うね！」

シゲ「1991 年と比べて 1960 年ごろは，横軸の〈豚肉の消

費量〉がずいぶん少なかったんだ。タテ軸の〈牛肉の消費量〉

は，あまり変わりないかな。でも，消費量は変わっても，黒

い四角（= 西日本）と白い四角（= 東日本）は，なんとなく左上と，

右下に分かれてるね」

絵美「へ〜本当だ！　あれ，でも西日本の〈鹿児島市〉が，

東日本の〈札幌市〉とか〈東京〉の近くにあるわ。ほら，グ

ラフの右下あたりよ。なんだかずいぶん例外的なところにい

るのね。あとは……あれ？！　那覇市がないわ」
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第 3話　文化の違いが見えてくる !?　身近なグラフ

シゲ「実は，1960 年のデータに〈那覇市〉がなかったんだ。

他にもない都市があるから，ちょっと不足もあるんだ。でも，

だいたいの傾向がわかるんじゃないかな」

絵美「うん，傾向はなんとなくわかるわ。う〜ん，それにし

ても，1960 年と 1991 年でだいぶ変わったんだねえ。私に

とっては〈どちらも生まれる前の昔々の話〉と思ってたけど，

こんなに違うのね」

シゲ「そうなんだよ。……じゃあ，今度は〈最近のグラフで
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はどうなのか？〉と気にならない？」

絵美「わ〜，気になるなる！　そのグラフもあるの？」

シゲ「うん。あるよ。さっきまでのグラフは，ボクの先輩が

描いたグラフなんだ。それで最近になって〈近ごろはどうなっ

たのかなあ？〉と思ったんだ。そこで，2013 年のデータで，

ボクがグラフを描いてみたんだよ。

　あ，でも，実は，最近調査の仕方がちょっと変わったんだ」

絵美「調査の仕方が変わる？　どういうこと？」

シゲ「先ほどの二つのグラフのときの調査は，〈すべての世帯〉

が対象だったんだ。でも，2013 年は〈２人以上の世帯〉が

対象に変わったんだ。つまり，〈一人の世帯，一人暮らしの人〉

は，調査の対象にはならなくなったんだよ」

絵美「へえ，一人暮らしの人は入らないか〜。そうか，一人

暮らしだと，お肉もたくさん買わないかもしれないものね」

シゲ「そうだね。まあ，そんな風に〈調査の仕方が変わる〉っ

てことも，ときどきあることなんだよ。

　さて，それを踏まえて……2013 年は，どんなグラフになっ

たと思う？　1991 年と変わったと思う？」

絵美「うーん，どうだろう。1991 年から 2013 年だと，20

年以上もあるんだもんね。じゃあ，〈またまた，違う風に変わっ

た〉と予想するわ！」
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第 3話　文化の違いが見えてくる !?　身近なグラフ

　シゲおじさんはあたらしい紙を広げました。（下／グラフ 14）

絵美「あれ！？　下の方に四角が集まってる！」

シゲ「そうなんだ。グラフ 12（37 ページ）やグラフ 13（39 ページ）

のグラフと見比べてみてよ。以前はある程度散らばってたけ

ど，2013 年のグラフでは散らばらず，平均近くでぎゅっと

集まるようになったんだ」

絵美「へ〜！　じゃあ，都市ごとの差が少なくなったってい

うわけね。あ，でも黒い四角（= 西日本）と白い四角（= 東日本）は，

相変わらず左上と右下に分かれている！」
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シゲ「そうだね。やっぱり東日本と西日本での傾向はあるみ

たいなんだ」

絵美「前橋市は，あいかわらず〈牛肉の消費量〉も〈豚肉の

消費量〉もどちらも少ない都市ね。あ，でも那覇市は真ん中

に移動してる！　もう〈例外的な都市〉というわけではない

のね〜！」

シゲ「都市の特徴も，変化したり，変化がなかったりするみ

たいだね。あと，2013 年は，〈散らばりがなくなった〉だ

けでなく，〈全体的に，牛肉の消費量が少なくなった〉とも

言えるんじゃないかな」

絵美「あ，本当だ。牛肉を食べなくなっちゃったの？　なん

で？」

シゲ「そうだねえ。2000 年代に狂牛病（牛がかかる病気，その病気に

感染した牛肉を食べると，人間にも影響を与える可能性があり，大きな話題になった）で，

外国からの牛肉の輸入規制があったから，牛肉の消費量自体

が少なくなったのかもかもしれないね」

絵美「へえ。そんなことが反映されたりするのね」

シゲ「推測だけどね。それにしても，1991 年のグラフと

2013 年のグラフとで，けっこう大きく変化していてびっく

りしたよ。

　はじめて 1991 年のグラフを見たとき，あまりに見事なグ
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第 3話　文化の違いが見えてくる !?　身近なグラフ

ラフで感動したんだけど，〈時代が変わると，社会も変わる〉っ

てことは忘れちゃいけないなあと思ったんだ」

絵美「そうか〜。じゃあまた，10 年後，20 年後はどうなる

かわからないのね」

シゲ「また，そのころにグラフを描いてみようと思うよ。ど

うなるか，たのしみだよ」

『グラフで見る社会　長岡清『たのしい授業』選集』
ページ数：264 ぺ　値段：1500 円　竹田かずき 編集

　「グラフは実験だ」……そう語るのは故・
長岡清さん。長岡さんはグラフを軸にして，
現在の私たちの暮らしのこと，歴史のこと，
地理のこと，言葉のことを探っていきます。
この本は，そんな〈グラフ長岡〉の『たの授』
論文を集めた一冊です。グラフに興味があ
る人も，「グラフは苦手」という人も，「社
会のことなんて知らなくていいもんねー」
という人も，ちょっとお手に取ってみてみ

てください。「へ〜！ そうなの！」が詰まっていると思います。




